
事業・施策トピックス

通り初めの様子(静岡県浜松市～長野県飯田市)
【浜松河川国道事務所】

9月4日
三遠南信自動車道青崩峠道路トンネル

調査坑の貫通式を開催

9月17日
設楽ダム建設事業暴力団等排除対策協議会設立総会を開催

設楽ダム建設に当たり、不当要求や暴力団等の介入を防ぐため、警察等の支援の下、受注者
とともに協議会を設立しました。（愛知県設楽町）

【設楽ダム工事事務所】

9月20日
ハイブリッドケーソンを製作中

名古屋港金城ふ頭地区ふ頭再編改良事業の岸壁建設に使用する
ハイブリッドケーソンの鋼殻を製作しています。（三重県津市）

【名古屋港湾事務所】

会員代表による決意表明宣誓



防災・災害対応関係

8月22日
由比地滑り対策事業の工事安全パトロールを実施

駒ヶ根市立赤穂小学校で、排水ポンプ車、照明車、及びTEC-
FORCE活動状況のパネル展示と説明を行いました。
（長野県駒ヶ根市）

【天竜川上流河川事務所】

8月25日
駒ヶ根市地震総合防災訓練に参加

受発注者総勢10名でパトロールを行いました。
（静岡県静岡市）

【富士砂防事務所】

8月27日
(株)TOKAIケーブルテレビネットワークと
情報の提供に関する協議の締結式を開催

テレビ放送を通じて地域住民にカメラ映像を提供することで、
的確な避難に役立つことが期待されます。（静岡県沼津市）

【沼津河川国道事務所】

【静岡河川事務所】

【富士砂防事務所】



防災・災害対応関係

豊橋総合スポーツ公園において、豊橋消防署、豊橋
警察署、及び災害協定業者と連携・協力して、道路啓
開訓練を行いました。(愛知県豊橋市)

【名古屋国道事務所】

9月1日
愛知県・豊橋市総合防災訓練に参加

三河港会場において、自衛隊、海上保安庁と連携して、海上から陸上への
緊急物資輸送などを実施しました。 (愛知県豊橋市)

【三河港湾事務所】

9月1日
「広域連携防災訓練」※を実施

9月1日
愛知県・豊橋市総合防災訓練に参加

道の駅とよはしにおいて、豊橋市役所、道の駅とよは
しと連携・協力して、仮設トイレ設置、及び非常用発電
機の再起動訓練を行いました。(愛知県豊橋市)

【名古屋国道事務所】

※「広域連携防災訓練」＝主催：中部ブロック南海トラフ地震防災対策推進連絡会

9月1日
「広域連携防災訓練」※に参加

動くハザードマップやパネル展示により防災啓発を行い
ました。(三重県木曽岬町)

【木曽川下流河川事務所】



防災・災害対応関係

富士宮市にリエゾンを派遣し、災害対策車の派
遣要請、手配の対応の流れを確認しました。
(静岡県富士宮市)

【富士砂防事務所】

9月1日
富士宮市総合防災訓練に参加

9月1日～3日

「広域連携防災訓練」※に参加

静岡県庁と御前崎市にリエゾンを派遣して情報伝達訓練を行ったほか、静岡市と災害
時専用無線の通信訓練を実施しました。(静岡県静岡市、御前崎市)

【静岡河川事務所】

静岡県庁災害対策本部
リエゾン派遣訓練（9月1日）

御前崎市災害対策本部
リエゾン派遣訓練（9月1日）

静岡市と静岡河川事務所の
災害時無線通信訓練（9月3日）

瑞浪市民公園いこいの広場で開催された防災訓練に
パネルを出展し、小里川ダムの機能を説明しました。
(岐阜県瑞浪市)

【庄内川河川事務所】

9月1日
瑞浪市総合防災訓練に参加

9月1日
飯田市地震総合防災訓練に参加

飯田市役所で行われた訓練にリエゾンとして参加
し、実践的な情報伝達や災害復旧対応訓練を行い
ました。(長野県飯田市)

【天竜川上流河川事務所】



防災・災害対応関係

受発注者総勢18名で工事現場のパトロールを行い、出水時の建設機械や作業員の待避場所に
ついて意見交換を行いました。(静岡県富士宮市)

【富士砂防事務所】

9月5日
富士宮砂防出張所管内工事安全パトロールを実施

陸閘操作を委託している静岡市と協同して、安倍川及び藁科川の５カ所の陸閘
の操作訓練を行いました。(静岡県静岡市)

【静岡河川事務所】

9月12日
安倍川の陸閘操作訓練を実施

9月8日
台風15号への対応

台風による土砂災害に備え、情報収集や監視カメラ
による監視を行いました。(静岡県富士宮市)

【富士砂防事務所】

9月10日
「防災エキスパート」認証式を開催

災害時の対応をボランティアとして支援・協力いただ
く「防災エキスパート」(港湾空港)を7名認証登録しま
した。 (愛知県名古屋市)

【港湾空港部】

門屋陸閘（横引きゲート）

牧ヶ谷下陸閘（マイターゲート）



防災・災害対応関係

関東地方整備局からの要請を受け、管内出張所から土嚢袋10,000袋、ブルーシート30枚、トラロープ
100m×15巻を、静岡建建設業協会の協力の下、関東地方整備局関東技術事務所へ届けました。
(静岡県静岡市)

【静岡河川事務所】

9月14日
台風15号により被災した千葉県に向け支援物資を提供

県､市、国の関係機関で構成する「静岡地域及び志太榛原地域大規模氾濫減
災協議会」が作成した水防災に関する教材を使用して、焼津市立大村中学校
で水防災授業が行われました。(静岡県焼津市)

【静岡河川事務所】

9月20日
中学校の防災学習に教材を提供

9月18日
由比地滑り対策事業の工事安全パトロールを実施

受発注者総勢104名でパトロールを行いました。
（静岡県静岡市）

【富士砂防事務所】



旬な現場

東海環状自動車道岐阜山県第1トンネルで工事が進む状
況を見学され、一日も早い完成に期待を寄せられました。
（岐阜県岐阜市）

【岐阜国道事務所】

8月26日
運送業に関わる方12名が東海環状自動車道の

工事現場を見学

見学のほか、ボルト締め付けや高所作業車試乗などの
橋をつくる仕事を体験をされました。
（愛知県名古屋市）

【愛知国道事務所】

8月31日
工事現場沿線にお住まいの小学生親子48名が

名古屋環状2号線の現場を見学

9月3日
高山市立久々野中学校及び宮中学校の全校生徒149名が
国道41号石浦バイパス宮峠トンネルの工事現場を見学

トンネル壁面をスクリーンにして工事の概要説明を行い、トンネル内や施工機械を
見学していただきました。 （岐阜県高山市）

【高山国道事務所】



旬な現場

（静岡県富士宮市）
【富士砂防事務所】

9月11日
静岡県建設コンサルタンツ協会、及び御殿場市測量設計懇話会の

皆様10名が大沢扇状地の砂防施設を視察

総合学習の場として、熊野尾鷲道路（Ⅱ期）小原野橋鋼
上部工事の現場を見学していただきました。
（三重県尾鷲市）

【紀勢国道事務所】

9月6日
尾鷲市立尾鷲小学校5年生の皆さん87名が橋梁工事

の工事現場を見学

9月15日
小里川ダムに民間主催のインフラツーリズム旅行客を受け入れ

7月、8月の同ツアーを受け入れ、3回で105名に参加いただきました。参
加者はダムの大きさや初めて見るダム内部の様子に驚きの声を上げて
いました。 （岐阜県恵那市）

【庄内川河川事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

天竜川に生息する生き物に触れることができ、多く
の子供が楽しんでいました。
（長野県駒ヶ根市）

【天竜川上流河川事務所】

8月24日
天竜かっぱ祭りにﾐﾆﾐﾆ水族館を出展

110名の親子が水生生物調査、水質調査、川下りを体験されま
した。（愛知県名古屋市）

【庄内川河川事務所】

8月25日
矢田川あそび２０１９を開催

恵那市役所での座学と恵中大橋において現地講習
を行いました。 （岐阜県恵那市）

【多治見砂防国道事務所】

8月26日
自治体職員向けに橋梁点検講習会を実施

8月3日の北区会場は
210名の方が参加

UAVの操作体験

災害対策車操作体験 リモコン堤防除草車
操作体験

砂防工事現場体験
(出来形確認)

8月28,29日
長野県立飯田OIDE高等学校の生徒3名が就業体験

災害対策車両、除草車、UAVの操作などを体験し、
国土交通省が行っている災害対応、調査、工事、
管理を学んでもらいました。
（長野県駒ヶ根市、中川村、大鹿村）

【天竜川上流河川事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

御殿場海岸の清掃活動にご尽力いただいている津市立藤水小
学校の皆さんに整備局長表彰の伝達を行いました。
(三重県津市)

【四日市港湾事務所】

9月2日
海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰式を開催

河川の工事や設計に関し、環境及び利用の面から
貴重なご意見をいただきました。
（長野県駒ヶ根市ほか）

【天竜川上流河川事務所】

8月29日
河川環境アドバイザー、河川協力団体と

合同で河川の現地調査を実施

地元の方に日頃の感謝の意を込め、通り初めの会を
開催し、114名の方に参加いただきました。
（愛知県豊川市）

【名四国道事務所】

9月1日
国道23号蒲郡バイパス(名豊道路)豊沢トンネル(仮称)

通り初めの会を開催

「安倍川の河川事業及び砂防事業の促進、富士海岸
(蒲原工区)」、「清水海岸浸食災害防止事業」の要望を
いただきました。(静岡県静岡市)

【静岡河川事務所】

9月3日
静岡市（安倍川改修期成同盟会ほか）の要望活動



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

事務所職員が同行し、過酷な大沢崩れを肌で感じました。
（静岡県富士宮市、山梨県鳴沢村）

【富士砂防事務所】

9月5日、6日
静岡大学今泉准教授が富士山大沢崩れを現地調査

受験のお守りとなる貫通石を、工事に隣接する愛
知県立御津高等学校の全校生徒（約400名）に贈
呈しました。（愛知県豊川市）

【名四国道事務所】

9月11日
国道23号蒲郡バイパス豊沢トンネル(仮称)の

貫通石を地元高校生に贈呈

9月13日
道路構造物実務者研修（橋梁初級Ⅰ）を開催

地方公共団体への支援として道路橋の定期点検に関する知識と技能の習得を目的に研修を
開催し、地方公共団体の職員34名に参加いただきました。

【中部道路メンテナンスセンター】

9月12日
第21期開放講座「水と街道」(第1回)を開催

法面対策工事現場(アンカー工)を見学する会員
（岐阜県瑞浪市）

【多治見砂防国道事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

9月18日
「ラブリバー天竜の日」清掃活動

長野県南部防災対策協議会の会員約110名により、
伊那市、駒ヶ根市、飯田市の３箇所の天竜川で、27回

目となる清掃活動を行っていただきました。
【天竜川上流河川事務所】

9月20日
愛知県インターンシップによる
バリアフリー施設の体験

愛知県が受け入れているインターンシップの
学生1名と県職員が車いすや視覚障害の体験

をされました。
【中部技術事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

道路愛護団体等の表彰、感謝状の贈呈
～道路ふれあい月間～

長年に渡り道路清掃等ボランティア活動をしていただいている皆様に
感謝状の贈呈、及び功労者表彰(日本道路協会主催)の伝達をさせて
いただきました。（敬称略）

8月20日
整備局長表彰：（株）ニッケーコー
事務所長表彰：丸子まちづくり協議会、セイトー（株）

【静岡国道事務所】

（株）ニッケーコー

丸子まちづくり協議会 セイトー（株）

8月20日
事務所長表彰：アジア航測（株）中部支社
功労者表彰：大曽根１・２丁目町内会

【名古屋国道事務所】

8月23日、27日
功労者表彰：西畑子供会
国土交通大臣表彰：各務原市桜丘中学校区・那加

第二小学校区ふれコミ隊
事務所長表彰：各務原市緑陽中学校区ふれコミ隊

各務原市中央中学校区ふれコミ隊
【岐阜国道事務所】

各務原市桜丘中学校区・
那加第二小学校区ふれコミ隊 西畑子供会

各務原市中央中学校区
ふれコミ隊

各務原市緑陽中学校区
ふれコミ隊

8月23日
事務所長表彰：岐阜羽島セントラルライオンズクラブ

【岐阜国道事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

8月26日
事務所長表彰：ＫＨネオケム（株）四日市工場

【三重河川国道事務所】

8月26日
功労者表彰：住友電装（株）四日市製作所

【三重河川国道事務所】

8月26日
事務所長表彰：沼津ぐるめ街道振興会

【沼津河川国道事務所】

8月29日
事務所長表彰：久米住民自治協議会

三重県トラック協会伊賀支部
【北勢国道事務所】



見学会、学習、イベント、ボランティアなど

8月29日
整備局長表彰：(一社)飛騨三協防災対策協議会

日産工業(株)
曙開発(株)
金子工業(株)
(株)長瀬土建
(株)市川工務店高山支店

事務所長表彰：ナガイ(株)
【高山国道事務所】

8月29日
功労者表彰：下呂市立萩原南中学校

【高山国道事務所】

8月30日
国土交通大臣表彰：坂下区(さこれく)

【高山国道事務所】

9月2日
整備局長表彰：中金小学校区フラワークラブ

【名古屋国道事務所】
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